源泉浴

⼤浴槽
えちご川口温泉は、源泉水位の低下と揚湯の不具合によ
り一時温泉での営業を休止していましたが、水位の回復と
設備の不具合を解消し、１２月２１日から温泉での営業を
再開しました。
天気の良い日には魚野川と信濃川が一望でき、県内屈指
の泉質を誇る「えちご川口温泉」。特に雪景色を見ながら
の源泉浴は格別です。のんびりゆったりと疲れを癒やし、
寒い冬を乗り越えてみてはいかがでしょうか。

腰掛け式流⽔浴
えちご川口温泉
■泉

質

■効

能

■営業時間
■休 館 日

ナトリウム-塩化物強塩温泉
（弱アルカリ性高張性高温泉）
一般的適応症のほか、慢性皮膚炎、
切り傷、やけど、慢性婦人病など
午前１０時～午後９時
（最終受付時間：午後８時）
第１・３・５火曜日（祝日は営業）

申 告 相 談 会 の お 知 ら せ
市民税・県民税の申告相談会を開催します。申告期間中は大変混

分～午

《持参するもの》
・源泉徴収票（原本）
・印鑑
・個人番号（マイナンバー）が確
認できる書類
・運転免許証、保険証等本人確認
書類
・農業所得等事業所得のある人は
収支内訳書
・医療費控除を受ける人は、
「医療
費控除の明細書」
※セルフメディケーション税制の
適用を受けることを選択した人
は通常の医療費控除を受けるこ
とができません。
・各種控除証明書（国民健康保険
料、生命保険料、地震保険料等）

■会場＝川口支所１階特設会場

後４時

■受付時間＝午前８時

み合いますので、
「事前申告相談会」をぜひご利用ください。

年１月１日に長岡市に

市民税・
県民税の
申告が必要な人
平成
住んでいる人で、次の①～③のい
ずれかに該当する人
①営業、農業、不動産などの収入
があった人
②収入がなく、長岡市に住所のあ
る人の扶養になっていない人
③公的年金等の収入金額が４００
万円以下であり、かつ公的年金等
に係る雑所得以外の所得金額が
万円以下の人や、生命保険料控

除など各種控除を申告される人
※ただし、次の人は申告が不要で
す。
○所得税の確定申告をされる人
○給与所得のみで年末調整が済ん
でいる人で給与支払報告書が市
に提出されている人

※収支内訳書を記載していない、医
療費を集計していないなど書類
に不備があると受付できない場
合があります。

事前申告相談会のご案内

・３１１２

ードを取得しましょう

ため、事前申告相談会（予約制） ■相談期間＝２月 日（月）～３
を開催します。収支内訳書や添付
月 日（金）※ 土日除く
種類の書き方がわからない人は、 ■受付時間＝午前８時 分～午
こちらをご利用ください。事前に
後４時 ※相談は午前９時から
☆国税庁ホームページ「確定申告
電話でお申し込みください。
書作成コーナー」をご利用いた
■期間＝２月４日（月）～２月
だくと、自宅などで確定申告書
日（金）※ 平日のみ
が作成できます。
■時間＝午前９時～午後４時
■会場＝川口支所１階特設会場
確定申告に便利なＩＤ・
パスワ
■予約・問合せ＝市民生活課
☎

所得税の確定申告は
小千谷税務署で

平成 年１月から、国税庁ホー
ムページで申告書を作成し、ＩＤ
とパスワードを入力するだけでｅ
Ｔ-ａｘで確定申告ができるよう
になります。ＩＤ・パスワードは
お近くの税務署で発行できますの
でぜひ取得してください。５分程
度で発行されます。
※取得の際は、運転免許証などの
本人確認書類をお持ちください。

30

も受付いたします。

○問合せ＝市民生活課
☎ ・３１１２

税務署からのお知らせ

公的年金等の収入金額の合計額
が４００万円以下であり、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所
得金額が 万円以下であるとき
は、所得税の確定申告書を提出す
る必要はありません。
※所得税の確定申告が必要ない場
合であっても、住民税の申告が必
要な場合があります。
○問合せ先＝小千谷税務署
☎ ・２０９０

医療費控除や生命保険料控除な 公的年金等を受給されている
どを追加する簡易な申告は支所で 人へ
～確定申告不要制度のお
知らせ～

で申告をお願いします。

申告者については、小千谷税務署

（土地・株式等）のある人や青色

控除の適用を受ける人、譲渡所得

住宅借入金等特別控除や雑損

15

小千谷税務署の確定申告相談
について
■会場＝小千谷税務署

持ち物
申込み

30

申告期間中の混雑を緩和する

参加費

末広荘
健診や人間ドックで糖代謝、脂質代謝、
高血圧の所見があった人、又は希望する人
無料（２月１日のみ昼食材料費として
５００円）
健診等の結果、健康手帳、運動靴（内履き）
各講座１週間前までに市民生活課まで

[問合せ先] 市民生活課 ☎ 89-3112

糖尿病予防セミナーⅡ ◆
時 ２月１日（金） 午前１０時～午後２時
容 私の食事量、健康食試食、運動実技
糖尿病予防セミナーⅢ ◆
時 ２月１５日（金） 午後１時３０分～３時３０分
容 間食・嗜好品、楽しく運動
高血圧予防セミナー ◆
時 ２月２２日（金） 午後１時３０分～３時３０分
容 血圧の話、みそ汁塩分測定（希望者は各自持参）
楽しく運動

会 場
対 象

希望の講座
を 選ん で 申
し込もう

◆
日
内
◆
日
内
◆
日
内

15

31

20

⽣活習慣病予防セミナー開催中

18

83

市民税・
県民税の
申告相談会のご案内
15

89

31

■期間＝２月 日（月）～３月
日（金）※ 平日のみ
18

89

20

２

あなたもまちづくりに参加してみませんか
「地域委員」を公募します
長岡市では、市町村合併の協定に基づき、合併後も行政の目が隅々まで行き届くとともに、地域のことは地域で解決でき、安心し
て生活できる「地域住民と行政が一体となって進めるまちづくり」を行うため、市長の附属機関として地域委員会を設置しています。
市長からの諮問に応じ意見を答申するほか、地域のまちづくりについて調査し市長に提案することができます。
平成３１年度は地域委員会改選期にあたり、市政に積極的に参加していただくために「川口地域委員会」の委員を募集します。

■募集人数
１人
■任期
平成３１年４月１日～平成３３年３月３１日
■主な活動内容
川口地域のまちづくりに関する提案や地域課題の解決
に向けた話し合い
■会議の回数
１年間に３回程度（全体会）
、他に分科会等
■応募資格
原則として、年齢２０歳以上で川口地域に住所を有する
か、川口地域に存する事業所に勤務する人
■報酬
会議１回につき９，１００円（税込み）
分科会等での研究活動１回につき４，５００円（税込み）

■募集期間
平成３１年２月１日（木）～平成３１年２月１８日（月）
※当日消印有効
■応募方法
封書又はＥメールで、①住所、②氏名、③年齢、④性別、
⑤職業、⑥電話番号、⑦自己ＰＲを記入の上、レポート
（８００字程度）と併せて提出してください。
レポートのテーマは、
「私が考える川口地域のまちづくり」です。
■選考結果
平成３１年３月８日（金）までに選考結果を応募者全員に
お知らせします。
■申込み・問合せ先
〒９４９-７５９２
長岡市東川口１９７４番地２６
川口支所地域振興課
☎８９－３１１１
Email kwg-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

２月

西川口保育園の閉園について（お知らせ）
長岡市教育委員会では、集団保育の観点などから、保
護者等関係者の皆様と話し合いを重ねてまいりました。
その結果、平成３１年４月より西川口保育園を東川口
保育園に統合することとなり、西川口保育園は平成３０
年度末をもって閉園（予定）することになりました。

■ 行 事
１日(金)…「豆まき」
５日(火)…「お話と手遊びの会」
２０日(水)…「２月生まれのお誕生会・発育測定」
☆金曜日は、無料バスを運行しています。
★行き→午前 10 時 川口支所玄関前発
★帰り→午前 11 時 30 分 すこやか発
☆アンパンマン教室
★毎週金曜日の午前１０時１５分から１１時１５分
◆「⻤のお⾯作り」
１⽉２８⽇（⽉）〜３１⽇（⽊） 午前１０時〜１１時
⾖まきで使⽤する⻤のお⾯作りをします。出来上がったお⾯をか
ぶって、２⽉１⽇（⾦）に開催する「⾖まき」にご参加ください。
⾖まきに参加できない場合でも、お⾯作りはできますので⼀緒に作
りましょう！

◆ 「⾖まき」
１⽇（⾦） 午前１０時１５分〜１１時１５分
親⼦教室終了後、⾖まきをします。
「⻤のお⾯作り」でできたお⾯
を使って、みんなで⾖まきを楽しみます。

[問合せ先] 子育ての駅すこやか ☎89-3555
３

[問合せ先] 市民生活課 ☎ 89-3112
地域活動や各種イベントなどの情報をお寄せください。
地域振興課 ☎ 89-3111

２

月

の

行

事

１

金 糖尿病予防セミナーⅡ（末広荘）

５

火 （えちご川口温泉・あぐりの里休館日）

９

土 ミニミニ火ぼたる祭（あぐりの里）

１２ 火 （あぐりの里休館日）

２月の米百俵号
はお休みです

１５ 金 糖尿病予防セミナーⅢ（末広荘）
１７ 日 よってげてぇふれあい市（よってげ亭前）
１９

火 （えちご川口温泉・あぐりの里休館日）

２１

木 １歳６カ月児・３歳児健診（末広荘）

２３

土 えちごかわぐち雪洞火ぼたる祭（川口運動公園）

２６

火 （あぐりの里休館日）

川口地域の人口（H31.1.1 現在） ※（ ）は前月比
世帯数
人口
男
女
1,525 世帯
4,373 人
2,111 人
2,262 人
（＋５）
（－４）
（－３）
（－１）

～かわぐちを彩る 一夜限りの冬ぼたる～

「えちごかわぐち雪洞火ぼたる祭」開催！
白熱の雪積み合戦や雪上レクリエーションなど楽しいイベントが盛りだくさん。夜になると、ほんのりとやわらかい雪
灯りが雪原に浮かび上がり、幻想的な世界が広がります。また、今年は長岡花火財団と連携して、壮大な長岡花火を打
ち上げ、「花火のまち長岡」を盛り上げます。そのほか、うまいもの屋台では、体も心も温まる美味しい料理が味わえます。
皆さん、お誘い合わせの上、ぜひお越しください。

⽇ 時 ２⽉２３⽇（⼟）正午〜午後６時３０分
会 場 川⼝運動公園多⽬的広場
■タイムスケジュール
１２：００～

うまいもの屋台（ ～１８：３０）
ジャンボ滑り台（ ～１６：３０）
メッセージキャンドル販売（ ～１６：５０）
NEXCO 東日本ミニ道路パトロールカー
乗車・記念撮影（ ～１５：００）
１２：０５～ 天神ばやし披露（東川口地区の皆さん）
１３：００～ えちごかわぐち雪積み合戦
（小学生の部１３：００～、一般の部１３：３０～）
１４：００～ 雪上宝さがし（１回目）
１５：００～ 雪上宝さがし（２回目）
１５：３０～ マジックショー
１５：５０～ 雪灯り・回廊点灯
★えちごかわぐち雪積み合戦★
１６：１０～ ゆめ１００戦士ソイガイヤー握手会
（小学生の部、一般の部）
１７：００～ シールラリー抽選会
５人１組のチームで、制限時間内にひたすら雪を積み
１８：００～ 雪上花火
上げて高さを競います。
※ 天候等によりイベント内容を変更する場合があります。
優勝賞金５万円（一般の部）を目指していざ勝負！
※小学生の部の優勝チームはクオカード１５，０００円分

参加者大募集

◆無料のシャトルバスを運⾏します

会場付近の駐車場が少ないため、無料シャトルバス
をご利用ください。

★雪灯りづくりボランティア★
雪と灯りで作り上げる幻想的な祭りをみんなで盛り上
げましょう！

うまいもの屋台での買い物１回、またはメッセージ
キャンドル１個お買い上げごとにシール１枚を進呈。
シールを３枚集めて抽選箱へ。豪華賞品が当たります。

消防出初め式

応募締切 ２月１５日（金）
[問合せ先] えちごかわぐち雪洞火ぼたる祭
実行委員会事務局（産業建設課内） ☎ 89-3113

〜地域防災に対する決意を新たに〜

[川⼝⽀所
・アオーレ⻑岡・⼤⼿通]
１⽉６⽇

災害のない平和な年を願い、新春恒例の
消防出初め式が開催されました。
午前中は、川口支所において川口方面隊
の出初め式が開催され、各種表彰などが行
われました。また、午後からは、大手通り
において一斉放水や分列行進などが行わ
れ、川口方面隊からは第２分団の皆さんが
参加しました。消防団員のきびきびとした
行動に観覧者からは多くの拍手が送られて
いました。

長岡市川口支所地域振興課

☎：0258-89-3111

FAX：0258-89-2110

〒949-7592 長岡市東川口 1974 番地 26
E-MAIL：kwg-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

かわぐっち

編集／発行

（応募多数の場合は抽選となります）

白熱した戦いをぜひ会場でお楽しみください♪

●発着所：川⼝⽀所、東芝プレシジョン、
ＪＲ川⼝プラザ、川⼝きずな館
●時 間：午前１１時から約１５分間隔で運⾏

◆シールラリー抽選会を開催

応募締切 １月２５日（金）必着

